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(57)【要約】
本発明は、バルク金属ガラス複合材料の製造方法に関し
、バルク金属ガラス複合材料は、少なくとも２つの相を
有し、第一の相はバルク金属ガラスであり、少なくとも
１つの追加の相は、結晶性金属、金属ガラス、非金属ガ
ラス、およびセラミックからなる群から選択され、製造
は、粉末ベースの積層造形方法によって行われることを
特徴とする。この製造方法は、 少なくとも２つの粉末
の混合物を上記粉末ベースの積層造形方法に使用し、少
なくとも１つの粉末がバルク金属ガラスからなることを
特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルク金属ガラス複合材料の製造方法であって、前記バルク金属ガラス複合材料が少な
くとも２つの相を有し、第一の相がバルク金属ガラスであり、少なくとも１つの追加の相
が、結晶性金属、金属ガラス、非金属ガラス、およびセラミックからなる群から選択され
、製造が粉末ベースの積層造形方法によって行われることを特徴とする、製造方法。
【請求項２】
　 少なくとも２つの粉末の混合物を前記粉末ベースの積層造形方法に使用し、少なくと
も１つの粉末がバルク金属ガラスからなることを特徴とする、請求項１に記載の製造方法
。
【請求項３】
　前記粉末ベースの積層造形方法のための粉末の形態が、球形、ファイバ、フレーク、小
板、またはそれらの組合せを含む、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　 バルク金属ガラスの少なくとも１つの粉末および結晶性金属の少なくとも１つの粉末
を前記積層造形方法に使用する、請求項１～３のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項５】
　 前記粉末ベースの積層造形方法が、選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）および電子ビーム溶
融（ＥＢＭ）からなる群から選択される、請求項１～４のいずれか一項に記載の製造方法
。
【請求項６】
　 前記積層造形方法に使用される粉末が、高エネルギー放射線の影響下で区別された溶
融挙動を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
　少なくとも２つの粉末の 材料が、高エネルギー放射線に対して異なる吸収係数および
／または異なる熱伝導率を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項８】
　 前記バルク金属ガラス複合材料が等方性の機械的特性を有する、請求項１～７のいず
れか一項に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記第一の相と前記少なくとも１つの追加の相とが、互いに２００℃以下、特に１５０
℃以下離れた融点を有する、請求項１～８のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　少なくとも２つの相を有するバルク金属ガラス複合材料であって、第一の相がバルク金
属ガラスであり、少なくとも１つの追加の相が結晶性金属、金属ガラス、非金属ガラス、
およびセラミックからなる群から選択され、前記バルク金属ガラス複合材料は、等方性の
機械的特性を有し、前記第一の相および前記少なくとも１つの追加の相の融点は、互いに
２００℃以下離れていることを特徴とする、バルク金属ガラス複合材料。
【請求項１１】
　 請求項１０に記載のバルク金属ガラス複合材料からなる、三次元コンポーネント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉末ベースの積層造形法によるバルク金属ガラス複合材料の製造方法、およ
び前記方法によって製造されたバルク金属ガラス複合材料に関する。さらに、本発明は、
本発明による複合材料から製造された三次元コンポーネントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カリフォルニア工科大学で約５０年前に発見されて以来、金属ガラスは広範な研究の対
象となってきた。長年にわたり、この材料クラスの加工性および特性を継続的に改善する
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ことが可能だった。最初の金属ガラスは、製造に毎秒１０６ケルビン／秒（Ｋ／ｓ）の範
囲で冷却速度が必要とされ、まだ簡単な二元（２成分から構成される）合金であったが、
より新しくより複雑な合金は、数Ｋ／ｓの範囲の著しく遅い冷却速度でガラス状に、既に
変換することができる。これは、プロセス管理にも実現可能なコンポーネントにも、かな
りの影響を及ぼす。溶融物の結晶化が起こらず、溶融物がガラスとして凝固する冷却速度
は、臨界冷却速度と呼ばれる。これは、材料系に固有の値であり、溶融物の組成に強く依
存し、達成可能な最大コンポーネント厚さも決定する。溶融物に蓄えられた熱エネルギー
が材料系を介して十分に速く輸送されなければならないと考えれば、限界冷却速度の速い
材料系から厚さの薄いコンポーネントしか製造できないことは明らかである。したがって
、当初、金属ガラスは、通常、「溶融紡糸」法に従って製造された。ここで、溶融物は回
転する銅ホイール上で剥ぎ取られ、ガラス状に、数百から数十分の一ミリメートルの範囲
の厚さの薄いバンドまたはフィルムの形で固化する。臨界冷却速度が著しく遅い新たな複
雑な合金の開発を通して、他の製造方法も、ますます使用することができる。今日のガラ
ス形成金属合金は、溶融物を冷却された銅鋳型に鋳造することによって、既にガラス状態
に変換することができる。実現可能なコンポーネントの厚さは、合金に依存して、数ミリ
メートルから数センチメートルの範囲である。このような合金は、バルク金属ガラス（Ｂ
ＭＧ）と呼ばれる。今日、このような合金系では種々のものが知られている。それらは、
通常、組成物に基づいて細分され、ここで、最も高い重量比を有する合金元素は、ベース
元素と呼ばれる。既存の合金系には、例えば、金、白金、およびパラジウムをベースとし
たバルク金属ガラスなどの貴金属ベースの合金と、チタンまたはジルコニウムをベースと
したバルク金属ガラスなどの前周期遷移金属ベースの合金と、銅、ニッケル、または鉄を
ベースとした後周期期遷移金属ベースの合金系と、ネオジムまたはテルビウムなどの希土
類をベースとした合金系とが含まれる。
【０００３】
　バルク金属ガラスは、典型的には、従来の結晶性金属と比較して、以下の特性：
　　・より高い比強度、これによって、例えば、より薄い壁厚が可能になる、
　　・より高い硬度、これにより、表面は特に引っかき傷に強くなる、
　　・はるかに高い弾性伸縮性および弾力性、
　　・熱可塑性成形性、および
　　・より高い耐食性
を有する。
【０００４】
　バルク金属ガラスは、用途に応じて欠点を有することもある。
【０００５】
　例えば、バルク金属ガラスは、引張荷重下で脆く、壊滅的な材料破損を示すことが多い
。したがって、バルク金属ガラスの特定の材料用途は、個々のモノリシックなバルク金属
ガラスが満たすことができない要件、または一部しか満たすことができないという要件を
含むことが多い。
【０００６】
　バルク金属ガラスを追加の材料成分と組み合わせて含有する複合材料は、ここで救済策
を提供することができる。２つ以上の出発材料を複合材料に組み合わせることによって、
出発材料の特性プロファイルを１つの材料に組み合わせることができる。その結果、複合
材料は、個々の材料の特性プロファイルとは著しく異なる特性プロファイルを有する。し
たがって、複合材料は、それぞれの要件に対する電気的、磁気的、熱的、機械的、または
他の特性を、それぞれの要件に合わせて的を絞って調整することができる。
【０００７】
　バルク金属ガラスからなるコンポーネントを製造するための従来の方法は、鋳造法であ
る。鋳造法は、バルク金属ガラス複合材料にも一部で使用されている。従来技術から、バ
ルク金属ガラス複合材料を製造することができる種々の方法が知られている。これらの方
法には、とりわけ、析出法、種々の鋳造法、強塑性変形（ＳＰＤ：ｓｅｖｅｒｅ　ｐｌａ
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ｓｔｉｃ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、および熱間静水圧プレス（ＨＩＰ）が含まれる。
【０００８】
　析出法は、例えば、非特許文献１から公知である。これには、金属ガラスマトリックス
から酸素を除去し、結合させるために、溶融物のジルコニウム析出が記載されている。非
特許文献２によって、冷却中にバルク金属ガラスマトリックス中に樹枝状析出物を形成す
る種々の合金が知られている。
【０００９】
　非特許文献３によって、樹枝状構造を有し、溶融鋳造によって製造される各種バルク金
属ガラス複合材料が知られている。「バルク金属ガラス複合体」と題する論文（非特許文
献４）によって、グラファイト粒子で強化されたバルク金属ガラス複合体が知られている
。マトリックスとして、市販の合金Ｖｉｔｒａｌｌｏｙ１０５が、ここで使用される。バ
ルク金属ガラスおよび非金属成分を有する複合材料は、特許文献１から公知である。
【００１０】
　非特許文献５は、高圧ねじり（ＨＰＴ）によって製造されるバルク金属ガラス複合材料
を開示している。ＨＰＴは、粉末混合物が極めて高い剪断力を受け得、それによって粉末
粒子が結合する方法である。ＨＰＴ方法は、ＳＰＤ方法とも呼ばれる。ジルコニウムをベ
ースとするバルク金属ガラスおよび結晶性銅粒子の粉末から開始して、バルク金属ガラス
複合材料がＨＰＴによって生成される。こうして、それぞれの相のサイズをマイクロメー
トル範囲からナノメートル範囲まで変化させることができる非晶質／結晶質複合材料を製
造可能であることが記載されている。楕円形で、剪断方向に沿って１００μｍ膨張し、剪
断方向に直交する幅が１０μｍの金属ガラス相が観察されている。
【００１１】
　特許文献２は、金属ガラスを結晶性耐火金属タングステンと組み合わせたバルク金属ガ
ラス複合材料を開示している。製造には、金属粉末の熱間静水圧プレス（ＨＩＰ）を使用
した。
【００１２】
　従来技術には、いくつかの欠点がある。例えば、析出経路は、残存溶融物のガラス形成
能力を低下させることなく、一次相の析出があるように合金を調整することで、非晶質マ
トリックスの形成がもはやないようにする必要がある。その結果、この方法では、コンポ
ーネントを製造するための材料選択が非常に制限されている。コンポーネントの達成可能
な幾何学的形状は、ガラス形成能力によっても、従来の生産方法の制約、例えば、金型鋳
造法中の冷却速度によっても制限される。
【００１３】
　鋳造経路では、実現可能な唯一の組合せは、追加の相がガラス形成相よりも著しく高い
融点または低い溶解度を有する組合せである。その理由は、そうでなければ、ガラス形成
相の溶融物中に追加の相が溶解するからである。これによって、ガラス形成相の特性に望
ましくない変化をもたらす可能性があり、あるいはガラス形成相のガラス形成特性が完全
に失われる可能性さえある。したがって、バルク金属ガラス複合体のこの製造方法は、溶
融温度が大きく離れた材料の組合せに限定される。
【００１４】
　熱間静水圧プレスは、この方法が、他の冶金的方法、例えば、吸引鋳造または加圧鋳造
で達成できるものよりも、著しく幅広いコンポーネント公差を許容するコンポーネントに
のみ適しているという欠点を有する。完成したコンポーネントの寸法の正確な設定は、全
く不可能であるか、あるいは極端な努力を払ってのみ可能である。さらに、例えば、アン
ダーカットおよび空洞を有するコンポーネントは、コンポーネントまたは形状を破壊する
ことなく、鋳型から取り外すことができなくなるため、複雑な幾何学形状を有する３Ｄ物
体を１つのピースから製造することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
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【特許文献１】中国特許第１０１９６７６１３号明細書
【特許文献２】米国特許第７３６１２３９号明細書
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ　３：２０９７（ＤＯＩ：１０
．１０３８／ｓｒｅｐ０２０９７）
【非特許文献２】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｖｏｌｕｍｅ　２０１３
，　Ａｒｔｉｃｌｅ　ＩＤ　５１７９０４，（表題“Ｂｕｌｋ　Ｍｅｔａｌｌｉｃ　Ｇｌ
ａｓｓｅｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ：Ａ　Ｂｒｉｅｆ　Ｈｉｓｔｏ
ｒｙ　ｏｆ　Ｄｉｖｅｒｇｉｎｇ　Ｆｉｅｌｄｓ”「バルク金属ガラスとその複合材料：
発散場の概略史」）
【非特許文献３】Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｖｏｌ．３２９，Ｎｏ．５９９７，２０１０，ｐ．１
２９４－１２９５
【非特許文献４】ＥＴＨ　Ｚｕｒｉｃｈ，２００７，ｈｔｔｐｓ：／／ｄｏｉ．ｏｒｇ／
１０．３９２９／ｅｔｈｚ－ａ－００５３４８５９１
【非特許文献５】Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ，７：６６５１（ＤＯＩ：１０
．１０３８／ｓ４１５９８－０１７－０６４２４－４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の課題は、従来技術の１つまたは複数の欠点を克服するバルク金属ガラス複合材
料の改良された製造方法を提供することであった。
【００１８】
　特に、等方性の機械的特性を有するバルク金属ガラス複合材料を提供することが課題で
あった。
【００１９】
　さらなる好ましい課題は、広い範囲にわたって調整することができる機械的特性を有す
るバルク金属ガラス複合材料の製造方法を提供することからなる。
【００２０】
　さらなる好ましい課題は、バルク金属ガラス複合材料から三次元コンポーネントを製造
するができる方法であって、コンポーネントが複雑な幾何学的形状を有する方法を提供す
ることからなる。複雑なコンポーネントの幾何学的形状は、特に、以下の特性：
　　・アンダーカットまたは内部空洞、
　　・大きなアスペクト比（例えば、長さ対直径、長さ対幅、長さ対厚さ）を
　　　有する幾何学的形状、
　　・組み込まれたチャネルまたはダクトを有するコンポーネント、および
　　・ネットワーク構造またはグリッド構造、特にパーコレーティングネットワーク
のうちの少なくとも１つを有する構造であってもよい。
【００２１】
　さらなるタスクは、製造可能な最大鋳造厚さよりも大きい寸法を有する三次元コンポー
ネントを製造することができる方法を提供することであった。最大鋳造厚さは、とりわけ
、材料の臨界冷却速度に起因する。臨界冷却速度が十分でない場合、ガラス形成合金は部
分的または完全に結晶化する可能性がある。
【００２２】
　ストラットのように高アスペクト比を有する構造体は、高度に冷却された金属溶融物に
は流動性があるために従来の金型鋳造（例えば、圧力または吸引鋳造）では製造できない
。その理由は、ガラス形成中に必要となる溶融物が急速に凝固した結果、粘度が急激に高
くなるからである。粘度が高くなったために、溶融物は狭いチャネルに流入することがで
きない。
【００２３】
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　さらに、材料が等方性の機械的特性を有するバルク金属ガラス複合材料を提供する際に
、好ましい課題があった。等方性材料特性は、局所的な機械的特性がより予測しやすいた
めに、三次元コンポーネントの構築を簡素化することができる。
【００２４】
　さらなる好ましい課題は、バルク金属ガラス複合材料を含有する三次元コンポーネント
を提供することからなり、バルク金属ガラス複合材料は、融点が互いに２００℃以下、特
に１５０℃以下離れた少なくとも２つの相を有する。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前述の課題の少なくとも１つは、バルク金属ガラス複合材料の製造方法によって解決さ
れ、ここで、バルク金属ガラス複合材料は、少なくとも２つの相を有し、第一の相はバル
ク金属ガラスであり、少なくとも１つの追加の相は結晶性金属、金属ガラス、非金属ガラ
ス、およびセラミックからなる群から選択され、製造は、粉末ベースの積層造形方法によ
って行われることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明により製造されたバルク金属ガラス複合材料のＤＳＣ測定を示す。
【図２】バルク金属ガラス複合材料のすり合わせの光学顕微鏡像を示す。暗い領域は、バ
ルク金属ガラスを含む第一の相を示し、明るい領域は、第一の相に分散した金属（ここで
は銅）の追加の相を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　複合材料は、コンポジットとも呼ばれ、互いに接続された２つ以上の材料成分からなる
材料であり、複合材料は、その個々の成分とは異なる材料特性を有する。本発明の範囲内
で、複合材料の結合された材料は、相とも呼ばれる。相は、物質の決定物理的パラメータ
および化学組成が均一である材料系における空間領域である。
【００２８】
　バルク金属ガラス複合材料は、第一の相および少なくとも１つの追加の相を有する。第
一の相は、バルク金属ガラスを含むか、またはバルク金属ガラスからなる。特に、第一の
相は、連続相、すなわち連接相（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ｐｈａｓｅ）であり、これは、
この文脈においてマトリックスとも称され得る。追加の相を連続する第一の相の中に分散
させることができる。代替の実施形態では、第一の相は、バルク金属ガラス複合材料中に
不連続に存在してもよく、すなわち、複数の別個の領域で中断されてもよい。
【００２９】
　バルク金属ガラスとは、金属結合特性を有し、同時に非晶質、すなわち非結晶相を有す
る合金であると理解される。バルク金属ガラスは、異なる元素をベースとすることができ
る。この文脈における「ベース」とは、それぞれ名付けられた元素が合金の重量に関して
最大の部分を構成することを意味する。合金のベースを構成するのが好ましい典型的な成
分は、
Ａ．周期表のＩＩ族およびＩＩＡ族の金属、例えば、マグネシウム、カルシウム、
Ｂ．周期表のＩＩＩＡ族およびＩＶＡ族の金属、例えば、アルミニウムまたはガリウム。
Ｃ．周期表のＩＶＢ族からＶＩＩＩＢ族までの前周期遷移金属、例えば、チタン、ジルコ
ニウム、ハフニウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、マンガン、
 Ｄ．周期表のＶＩＩＩＢ族、ＩＢ族、ＩＩＢ族からの後周期遷移金属、例えば、鉄、コ
バルト、ニッケル、銅、パラジウム、白金、金、銀、亜鉛、
Ｅ．希土類金属、例えば、スカンジウム、イットリウム、テルビウム、ランタン、セリウ
ム、ネオジム、ガドリニウム
Ｆ．非金属、例えば、ホウ素、炭素、リン、ケイ素、ゲルマニウム、イオウ
から選択することができる。
【００３０】
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　バルク金属ガラス中の元素の好ましい組合せは、
・後周期遷移金属および非金属で、後周期遷移金属がベースを構成する、例えば、Ｎｉ－
Ｐ、Ｐｄ－Ｓｉ、Ａｕ－Ｓｉ－Ｇｅ、Ｐｄ－Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ、Ｆｅ－Ｃｒ－Ｍｏ－Ｐ－Ｃ
－Ｂ、
・前周期および後周期遷移金属で、両金属がベースを構成し得る、例えば、Ｚｒ－Ｃｕ、
Ｚｒ－Ｎｉ、Ｔｉ－Ｎｉ、Ｚｒ－Ｃｕ－ＮｉＡｌ、Ｚｒ－Ｔｉ－Ｃｕ－Ｎｉ－Ｂｅ、
 ・希土類金属を含むグループＢの金属で、金属Ｂがベースを構成する、例えば、Ａｌ－
Ｌａ、ＡＩ－Ｃｅ、Ａｌ－Ｌａ－Ｎｉ－Ｃｏ、Ｌａ－（Ａｌ／Ｇａ）－Ｃｕ－Ｎｉ、
・後周期遷移金属を含むグループＡの金属で、金属Ａがベースを構成する、例えば、Ｍｇ
－Ｃｕ、Ｃａ－Ｍｇ－Ｚｎ、Ｃａ－Ｍｇ－Ｃｕ
から選択される。
【００３１】
　バルク金属ガラスを形成する合金のさらなる好ましい例は、Ｎｉ－Ｎｂ－Ｓｎ、Ｃｏ－
Ｆｅ－Ｔａ－Ｂ、Ｃａ－Ｍｇ－Ａｇ－Ｃｕ、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂ－Ｓｉ－Ｎｂ、Ｆｅ－Ｇａ－
（Ｃｒ，Ｍｏ）（Ｐ，Ｃ，Ｂ）、Ｔｉ－Ｎｉ－Ｃｕ－Ｓｎ、Ｆｅ－Ｃｏ－Ｌｎ－Ｂ、Ｃｏ
－（Ａｌ，Ｇａ）－（Ｐ，Ｂ，Ｓｉ）、Ｆｅ－Ｂ－Ｓｉ－ＮｂおよびＮｉ－（Ｎｂ，Ｔａ
）－Ｚｒ－Ｔｉからなる群から選択される。特に、バルク金属ガラスは、Ｚｒ－Ｃｕ－Ａ
ｌ－Ｎｂ合金であってもよい。ジルコニウムに加えて、このＺｒ－Ｃｕ－Ａｌ－Ｎｂ合金
は、好ましくは、２３．５～２４．５重量％の銅、３．５～４．０重量％のアルミニウム
、および１．５～２．０重量％のニオブを有し、ここで、重量比は、合計で１００重量％
になる。上述の最後の合金は、Ｈｅｒａｅｕｓ　Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ　ＧｍｂＨから
ＡＭＺ４（登録商標）という名称で市販されている。
【００３２】
　本発明によれば、バルク金属ガラス複合材料は、少なくとも１つの追加の相を含む。少
なくとも１つの追加の相は、様々な材料から選択することができる。本発明によれば、少
なくとも１つの追加の相は、結晶性金属、バルク金属ガラス、非金属ガラス、およびセラ
ミックからなる群から選択することができる。好ましくは、少なくとも１つの追加の相は
、第一の相の融点よりも高い融点を有する。
【００３３】
　結晶性金属は、材料科学から知られている古典的な金属である。結晶性金属としての定
義は、バルク金属ガラス（非晶質金属とも呼ばれる）が、ここで問題になっていないこと
を明確にするためにのみ行われる。結晶性金属は、長距離秩序を含む１つまたは複数の結
晶性領域を有し、熱伝導率および電気伝導率の両方に関して金属挙動を示す。ここでいう
「結晶性金属」とは、純金属および金属合金を意味すると理解される。本発明に係る粉末
において、純金属、数種類の純金属、一種類の金属合金、数種類の金属合金、またはこれ
らの混合物を金属として含有することができる。本発明の範囲内において、「純金属」と
いう用語は、元素の周期表において、ホウ素と同周期であるが、ホウ素の左にある元素、
シリコンと同周期であるが、シリコンの左にある元素、ゲルマニウムと同周期であるが、
ゲルマニウムの左にある元素、アンチモンと同周期であるが、アンチモンの左にある元素
、および原子番号が５５を超えるすべての元素を意味する。
【００３４】
　また、純金属は、不可避的な不純物を含むこともある。用語「純金属」は、金属が不純
物を有し得ることを除外しない。不純物の総量は、純金属の総量に対して、好ましくは１
重量％以下で、特に０．１重量％以下で、最も好ましくは０．０１重量％以下である。特
に好ましい実施形態では、純金属は、意図的に添加された要素を全く含有しない。
【００３５】
　好ましい実施形態では、純金属は、貴金属であってもよい。特に好ましい実施形態では
、貴金属は、白金金属、金、または銀である。白金金属は、白金、イリジウム、パラジウ
ム、ルテニウム、ロジウム、およびオスミウムからなる群から選択することができる。
【００３６】
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　別の好ましい実施形態では、純金属は、耐熱金属であってもよい。高融点金属は、本発
明の文脈において、第４族（例えば、チタン、ジルコニウム、およびハフニウム）と、第
５族（例えば、バナジウム、ニオブ、およびタンタル）と、第６族（例えば、クロム、モ
リブデン、およびタングステン）の元素から選択され得る。
【００３７】
　さらなる好ましい実施形態では、純金属は、非鉄金属であっても、あるいは鉄であって
もよい。非鉄金属は、カドミウム、コバルト、銅、ニッケル、鉛、錫、および亜鉛からな
る群から選択することができる。
【００３８】
　金属は、一実施形態による金属合金であってもよい。金属合金は、本発明によれば、少
なくとも２つの元素の金属混合物を意味し、そのうちの少なくとも１つは金属であると理
解される。この文脈における「金属」は、関与する要素の間に主に金属結合特性があるこ
とを意味する。
【００３９】
　好ましい実施形態において、前記金属合金は、貴金属合金であってもよい。特に好まし
い実施形態では、貴金属合金は、白金金属、金、および銀からなる群から選択される元素
を含有する。
【００４０】
　貴金属合金における好ましい白金金属は、白金、イリジウム、パラジウム、ルテニウム
、ロジウム、およびオスミウムからなる群から選択することができる。別の好ましい実施
形態では、貴金属合金は、これらの白金金属のうちの少なくとも２つの合金（例えば、白
金イリジウムまたは白金ロジウム合金）であってもよい。
【００４１】
　金属合金は、好ましくは、高融点金属、非鉄金属、鉄、およびこれらの金属の少なくと
も２つの組合せから選択される元素を含むことができる。
【００４２】
　特に好ましい金属合金は、アルミニウム合金、銅合金、ニッケルベースの合金、コバル
トベースの合金、チタン・アルミニウム合金、銅スズ合金、ステンレス鋼合金、工具鋼合
金、および高温用途用超合金から選択することもできる。
【００４３】
　さらに、少なくとも１つの追加の相は、第一の相とは異なる化学組成および異なる物理
特性を有するバルク金属ガラスであってもよい。例えば、第一の相は、ジルコニウムベー
スのバルク金属ガラスであってもよく、少なくとも１つの追加の相は、チタンベースのバ
ルク金属ガラスであってもよい。
【００４４】
　別の好ましい実施形態では、追加の相は非金属ガラスであってもよい。本発明の範囲内
の非金属ガラスは、金属結合特性を有さない無機の非晶質材料であると理解される。ガラ
スは、酸化物ガラスであってもよい。酸化物ガラスは、ケイ酸塩ガラス、ホウ酸塩ガラス
、およびリン酸塩ガラスからなる群から選択することができる。これらの好ましい酸化物
ガラスの名称は、それぞれ、重量に関して、どの成分が最も一般的に存在するかを示す。
例えば、ケイ酸塩（ＳｉＯ４４－）は、ケイ酸塩ガラスにおいて最も一般的な成分である
。上述のタイプのガラスの各々は、酸化物として追加の元素を含有してもよい。ここで、
これらの追加の元素は、好ましくは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルミニウム、
ホウ素、鉛、亜鉛、およびチタンから選択されてもよい。
【００４５】
　本発明の可能な実施形態では、少なくとも１つの追加の相はセラミックであってもよい
。本発明の文脈内のセラミックは、金属特性を有さない結晶性無機材料であると理解され
る。好ましい実施形態では、セラミックは天然鉱物を含むことができる。例えば、セラミ
ックは、酸化物セラミック、窒化物セラミック、炭化物セラミック、およびこれらのセラ
ミックの少なくとも２つの混合形態からなる群から選択され得る。酸化物セラミックは、
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好ましくは、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、ケイ素、チタン、ジルコニウム
、および亜鉛からなる群から選択される元素の酸化物を含むことができる。酸化物セラミ
ックは、純元素の酸化物または混合酸化物を含むことができる。好ましい実施形態では、
元素酸化物は、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸
化チタン、酸化ジルコニウム、および酸化亜鉛からなる群から選択される。別の好ましい
実施形態では、混合酸化物は、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、ケイ素、チタ
ン、ジルコニウム、および亜鉛からなる群から選択される元素のうちの少なくとも２つを
含有する。場合により、混合酸化物は、元素周期表の第３族～第６族の元素からなる群か
ら選択される追加の元素を含有してもよい。
【００４６】
　本発明による方法から得られるバルク金属ガラス複合材料は、少なくとも２つの相を含
み、第一の相はバルク金属ガラスであり、少なくとも１つの追加の相は、結晶性金属、バ
ルク金属ガラス、非金属ガラス、およびセラミックからなる群から選択される。得られる
バルク金属ガラス複合材料は、また２つ以上の追加の相を含んでもよく、各追加の相は、
少なくとも１つの追加の相の材料の群から選択される。
【００４７】
　必要とされる用途に応じて、第一の相と少なくとも１つの追加の相とは、以下の組合せ
が好ましい場合がある。
 １）バルク金属ガラスと延性のある結晶相（例えば、Ｃｕ、Ｎｂ、Ｎｂ－Ｚｒ）の組合
せによって、複合材料の延性の改善につながることがある。
 ２）金属ガラスと硬質相（例えば、Ｗ、ＷＣ、ＳｉＣ）の組合せによって、耐摩耗性の
改善につながることがある。
 ３）金属ガラスおよび導電材（例えば、銅またはアルミニウム、およびこれらの金属の
合金）の組合せは、電気伝導率または熱伝導率の向上につながることがある。
【００４８】
　バルク金属ガラス複合材料が第一の非晶質相を含有するという証拠は、例えば、示差走
査熱量測定（ＤＳＣ）によって提供することができる。バルク金属ガラス複合材料が非晶
質相を含有する場合、温度の上昇に伴うガラス転移の吸熱信号、続いて、温度のさらなる
上昇に伴う結晶化の発熱信号が、ＤＳＣ測定において観察され得る。吸熱信号は、材料、
特に複合材料が熱を吸収することを意味し、発熱信号は、材料、特に複合材料が熱を放出
することを意味する。ＤＳＣ測定におけるこの挙動は、第一の相の純材料についても観察
することができる。対照的に、結晶性金属は、ガラス転移または結晶化に起因する信号を
ＤＳＣ中に示さない。非晶質相は、電子顕微鏡（ＲＥＭ、ＴＥＭ）でもＸ線回折でも検出
できる。好ましい実施形態では、金属ガラスは、少なくとも５０％、特に少なくとも７０
％、および最も好ましくは少なくとも９０％が非晶質である相を意味すると理解される。
【００４９】
　第一の相と少なくとも１つの追加の相との間の重量比は、本発明によれば、さらに限定
されない。好ましくは、第一の相の割合は、少なくとも５０重量％以上、または特に７０
重量％以上、あるいは最も好ましくは９０重量％以上である。その結果、バルク金属ガラ
ス複合材料は、純粋なバルク金属ガラスの有利な特性をできるだけ多く保持することがで
きる。
【００５０】
　代替の実施形態では、バルク金属ガラス複合材料全体における第一の相の重量比は、５
０重量％未満、特に２５重量％未満、最も好ましくは１０重量％未満である。第一の相と
少なくとも１つの追加の相とで異なる重量比を設定することによって、利用可能なバルク
金属ガラス複合材料の材料特性を、目標とする方法で調整することができる。
【００５１】
　本発明によれば、バルク金属ガラス複合材料は、少なくとも１つの追加の相を含む。少
なくとも１つの追加の相は、連続的に存在しても、あるいは不連続的に存在してもよい。
少なくとも１つの追加の相が不連続に存在する場合、この追加の相の多数の孤立した領域
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がバルク金属ガラスのマトリックス中に見出される。少なくとも１つの追加の相が連続的
に存在する場合、それは、ネットワーク、特に一貫して接続されたネットワーク構造を形
成することができる。少なくとも１つの追加の相は、第一の相のマトリックス中に微細に
分散または凝集させることができる。凝集とは、この文脈において、少なくとも１つの追
加の相の領域が、少なくとも部分的に互いに接触していることを意味する。
【００５２】
　好ましくは、バルク金属ガラス複合材料は、等方性の機械的特性を有することができる
。等方性とは、材料特性が方向に依存しないことを意味する。等方性材料特性は、特に、
球形またはほぼ球形の粉末を使用して第一の相および少なくとも１つの追加の相を生成す
る場合に得ることができる。これは、粉末を非常に近い溶融温度でバルク金属ガラス複合
材料に加工することができるが、等方性の機械的特性が達成されない剪断法（ＳＰＤ）と
比較して、本発明による方法の特別な利点である。これは、特に、そのようなＳＰＤ方法
における剪断の方向によるものである。
【００５３】
　好ましくは、第一の相および少なくとも１つの追加の相は、互いに２００℃以下、特に
１５０℃以下離れた融点を有する。特に好ましくは、少なくとも１つの追加の相は、第一
の相よりも高い融点を有する。
【００５４】
　好ましくは、バルク金属ガラス複合材料は、それが含有する全ての固体の理論的に達成
可能な材料密度に対して９５％以上、特に９７％以上の相対密度を有する。
【００５５】
　本発明によれば、バルク金属ガラス複合材料の製造は、粉末ベースの積層造形法によっ
て行われる。粉末ベースの積層造形法の基本原理は、好ましくは、少なくとも以下のステ
ップを含む。
１）まず、粉末の薄層を生成する。
 ２）次に、粉末層を高エネルギー放射線で加熱するので、粉末層の個々の粒子は、加熱
された領域で互いに接続し、特に融合し、それによって、連接材料層が得られる。
３）任意選択で、次のステップで、別の粉末層を、以前に生成された材料層上に塗布する
ことができる。
 ４）ステップ２）と同様に、追加で塗布された粉末層を高エネルギー放射線で加熱し、
その結果、加熱された領域内の粉末の粒子は、別の連接材料層に接続し、特に融合する。
 ５）任意選択で、任意の厚さのバルク金属ガラス複合材料を、任意の数のさらなる材料
層の生成と積層とを繰り返すことによって得ることができる。
 ６）コンポーネントの完成後、材料層の一部ではない、ルーズな（ｌｏｏｓｅ）非加熱
粉末をコンポーネントから除去することができる。
【００５６】
　好ましくは、ステップ１）において、粉末の層は、構築プレートとも呼ばれるベースプ
レートに塗布される。粉末または粉末混合物の薄層の層厚は、好ましくは５μｍ～５００
μｍの範囲である。粉末層が塗布されるベースプレートまたは構築チャンバは、任意選択
で、加熱することができる。粉末層の塗布は、好ましくは、スキージまたはローラーによ
って行われる。
【００５７】
　ステップ２）では、以前に生成した粉末層を加熱する。好ましくは、加熱は、予め規定
された領域において、高エネルギー放射線によって選択的に行われる。好ましい実施形態
では、単一の粉末層からの単一の材料層の生成は、粉末ベースの積層造形方法を既に構成
する。特定の設計に応じて、様々な粉末ベースの積層造形方法を使用することができる。
粉末がレーザ放射線によって加熱される場合、これを選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）と呼ぶ
。対照的に、粉末が電子放射によって加熱される場合、これは電子ビーム溶融（ＥＢＭ）
と呼ばれる。ＥＢＭ方法は、真空下で行うことが好ましい。ＳＬＭは、好ましくは、不活
性ガス雰囲気下、例えば、窒素またはアルゴン雰囲気下で行われる。ＳＬＭ方法で使用さ
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れるレーザ放射線は、本発明によれば、さらに制限されず、異なる波長および出力を有し
てもよい。好ましくは、使用されるレーザ放射線は、４００ｎｍ～１０μｍの範囲、好ま
しくは８００ｎｍ～１０μｍの赤外線範囲の波長を有する。レーザ放射線は、パルス状で
あっても連続的であってもよい。特に好ましくは、レーザ放射線は、赤外線範囲の波長、
例えば、約１０６０ｎｍを有するＹｂファイバレーザによって生成される。例えば、約５
３０ｎｍの波長を、Ｙｂファイバレーザの周波数ダブリングに使用することができる。本
発明によれば、レーザ出力も、さらに限定されない。しかしながら、レーザ出力は、バル
ク金属ガラスの少なくとも１つの相を溶融させることができるのに十分な高さであること
が好ましい。好ましくは、粉末層の加熱は、予め定められた領域において、高エネルギー
放射線によって選択的に行われる。
【００５８】
　ステップ３）において、第一の層と同様に別の粉末層を生成し、第一の材料層上に配置
する。粉末または粉末混合物の薄層の層厚は、好ましくは、５μｍ～５００μｍの範囲で
ある。
【００５９】
　ステップ４）において、追加の任意の粉末層を、高エネルギー放射線で加熱する。得ら
れる追加の材料層は、好ましくは、自己連接しているだけでなく、下にある材料層にも接
続されている。追加の粉末層の加熱は、好ましくは、所定の領域で選択的に行われる。
【００６０】
　追加の材料層を繰り返し塗布することにより、最大鋳造厚さよりも著しく厚いバルク金
属ガラス複合材料を得ることができる。加熱は、好ましくは、ステップ２）、４）と、高
エネルギー放射線を所定の領域で用いる全ての追加の任意のステップで、選択的に実施さ
れる。その結果、複雑な輪郭を有する個々の材料層を生成することができる。複雑な輪郭
を有する複数の材料層を積み重ねることによって、完成した三次元コンポーネントをバル
ク金属ガラス複合材料から製造することができる。材料層を得るために個々の粉末層をど
のように選択的に加熱しなければならないかに関する情報は、コンピュータで計算する。
この目的のために、製造するコンポーネントの仮想モデルは、任意の数の断面に分解され
、その合計が完成したコンポーネントになる。所定の形状輪郭に従って、それぞれの粉末
層を選択的に加熱することによって、完成した三次元コンポーネント、特に、技術的用途
において直接かつ後処理なしで使用することができるコンポーネントを、本方法によって
組み立てることができることが好ましい。
【００６１】
　ステップ６）では、通常、ルーズな粉末が除去される。必要に応じて、得られた複合材
料または得られたコンポーネントは、手順の完了後に、例えば、サンドブラストまたは熱
間静水圧プレスなどの表面処理によって処理されてもよい。必要に応じて、得られたコン
ポーネントを、研削およびフライス加工のようなサブトラクティブ法で処理することもで
きる。
【００６２】
　原則として、粉末ベースの積層造形方法を実施するための装置は、通常、同様に構成さ
れる。この方法に使用することができるシステムおよび装置は、当業者に知られている。
【００６３】
　粉末ベースの積層造形方法における使用のために、粉末を、好ましくは、第一の相のた
めの前駆体として使用する。粉末ベースの積層造形方法における使用のために、粉末また
はネットワーク構造を、少なくとも１つの追加の相のための前駆体として使用する。本発
明による方法において粉末を使用する場合、これらの粉末粒子の形態は、好ましくは、ほ
ぼ球形の形状、ロッド、楕円体、ファイバ、フレーク、小板、またはこれらの形状の混合
物を含むことができる。ほぼ球形の形状は、粒子の少なくとも８０％が以下の条件：
　　　　　　　　０．８≦ｄｍｉｎ／ｄｍａｘ≦１．０
を満たすものを意味すると理解される。ここで、ｄｍｉｎは粒子の最小直径、ｄｍａｘは
最大直径である。
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【００６４】
　本方法で使用される粉末は、様々な方法で調製することができる。適切な方法は、粉末
製造の当業者に公知である。
【００６５】
　本発明の好ましい実施形態において、粉末は、１μｍ～２００μｍの範囲の粒度分布ｄ

５０を有する。好ましくは、粉末は、≧１０μｍ～≧４５μｍまたは≧２０μｍ～≧６５
μｍの範囲の粒度分布を有し、それぞれ値範囲の下限値はｄ２値を与え、上限値はｄ９０

値を与える。
【００６６】
　それぞれの粉末は、ＩＳＯ１３３２０：２００９に準拠したレーザ回折粒度分析法によ
り乾燥分散液として測定することができ、計測データから体積分布曲線を求めることがで
きる。体積分布曲線から、値ｄ２、ｄ５０、およびｄ９０は、ＩＳＯ９２７６－２：２０
１４に従って計算できる。
【００６７】
　好ましくは、本発明に使用される全ての粉末は、均質層としてスキージで粉末を塗布す
るのに十分な流動性を有する。
【００６８】
　好ましくは、粉末ベースの積層造形方法は、少なくとも２つの粉末の粉末混合物の使用
を含む。好ましくは、バルク金属ガラスの少なくとも第一の粉末および少なくとも１つの
追加の粉末が、本発明による方法のために使用される。本発明の特に好ましい実施形態で
は、少なくとも１つの粉末と１つまたは複数のネットワーク構造との混合物を、粉末ベー
スの積層造形方法で使用することができ、この実施形態では、バルク金属ガラスの少なく
とも１つの粉末を使用する。本発明の範囲内で、粉末またはネットワーク構造は、バルク
金属ガラス複合材料の少なくとも１つの追加の相のための前駆体として使用することがで
きる。使用されるネットワークの構成および本発明による方法における正確な使用に応じ
て、ネットワークは、バルク金属ガラス複合材料または三次元コンポーネントの機械的特
性に、異方性をもたらすことができる。複合材料に埋め込まれたこれらのネットワーク構
造を使用して、複合材料または得られる三次元コンポーネントの方向依存特性を、目標を
絞って与えることができる。粉末ベースの積層造形方法における使用のために、上記のよ
うな第一の相のための材料からの粉末を、第一の相のための前駆体として使用することが
できる。粉末ベースの積層造形方法における使用のために、上記のような少なくとも１つ
の追加の相のための材料からの粉末を、少なくとも１つの追加の相のための前駆体として
使用することができる。
【００６９】
　特に好ましい実施形態では、バルク金属ガラスからの粉末と、さらなる材料からの少な
くとも１つの粉末との粉末混合物を、粉末ベースの積層造形方法に使用する。ここで、少
なくとも１つの追加の材料は、少なくとも１つの追加の相の材料に対応する。
【００７０】
　好ましくは、粉末ベースの積層造形方法における使用のために、特に粉末混合物中で使
用される粉末は、高エネルギー放射線、特に同じ放射線の影響下で、区別された溶融挙動
を有する。高エネルギー放射線は、電磁放射線であっても、あるいは電子放射線であって
もよい。特に、粉末ベースの積層造形方法で使用するための異なる粉末は、電磁放射線に
対して様々な光吸収係数を有する。電磁放射線は、赤外線を含むことが好ましい。赤外線
は、８００ｎｍ～１０μｍの波長範囲、例えば、１０６４ｎｍの電磁放射線を意味すると
理解される。電磁放射線の影響下で分化された溶融挙動は、異なる透過特性および／また
は反射特性に起因することができる。代替の実施形態では、高エネルギー放射線の影響下
での溶融挙動は、他の物理特性、例えば、異なる電気伝導率または熱伝導度によるもので
あってもよい。電磁放射線との相互作用が異なる粉末材料をこのように使用することによ
って、または導電率が異なる粉末を使用することによって、材料を、同様の融点を有する
バルク金属ガラス複合材料に加工することができる。これは、例えば、レーザ放射線の影
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響下で、バルク金属ガラスを製造するための粉末は溶融し得るが、その一方で、少なくと
も１つの追加の相を製造するための粉末は固体のままであり得ることを意味する好ましく
は、粉末の加熱は十分に短時間で行われ、熱の放散は十分に高く、その結果、第一の相を
製造するための粉末のみが溶融し、その一方で、少なくとも１つの追加の相を製造するた
めの粉末は、部分的にまたは完全に固体のままである。特に、少なくとも１つの追加の相
の製造のための材料、特に粉末は、少なくとも第一の相の材料の溶融物中に完全に溶解し
ないことが好ましい。
【００７１】
　溶融温度が近いこのような材料組合せの一例は、Ｈｅｒａｅｕｓ　Ａｄｄｉｔｉｖｅ　
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ＧｍｂＨによる市販合金ＡＭＺ４（融点９１５℃）と銅（
融点１０８５℃）である。これらの材料の融点は、１７０℃しか離れていない。鋳造法に
よって、これらの材料からバルク金属ガラス複合材料を製造しようとすると、銅は合金の
溶融物中で溶融または溶解する。
【００７２】
　三次元コンポーネントは、本発明によるバルク金属ガラス複合材料から様々な方法で製
造することができる。好ましくは、得られるコンポーネントは、バルク金属ガラス複合材
料を含有するか、またはそれからなる。
【００７３】
　本発明によれば、三次元コンポーネントは、その幾何学的形状および拡張において、さ
らに限定されない。好ましくは、三次元ボディは、材料の遷移を伴わずに、すなわち、１
つのピースとして設計される。好ましい実施形態では、三次元形態は、実質的に中実であ
り、したがって、一切の空洞も含まない。別の好ましい実施形態では、三次元ボディは、
チャネル、ダクトなどの内部空洞を有することができる。
【００７４】
　最も単純な場合には、本発明による方法で製造することができる三次元コンポーネント
は、粉末ベースの積層造形方法によって単一の粉末層から生成された単一の材料層からな
る。
【００７５】
　代替の実施形態では、本発明によるバルク金属ガラス複合材料からの三次元コンポーネ
ントの前駆体は、任意の数の材料層を積層することによって生成することができる。本発
明によるバルク金属ガラス複合材料からのこの前駆体は、ワークピースと考えることがで
き、その後、サブトラクティブ法（フライス加工または切削）などの既知の製造方法で、
本発明によるバルク金属ガラス複合材料からの完成した三次元コンポーネントに処理する
ことができる。代替として、ワークピースは、熱可塑性成形によって、さらに処理するこ
ともできる。
【００７６】
　しかしながら、三次元コンポーネントをも生成するために、複合材料の生成と並行して
、本発明による粉末ベースの積層造形方法を使用することが好ましい。これは、それぞれ
の材料層を生成する際に、接続された材料層が既に完成した三次元コンポーネントになる
ように、輪郭が選択されることを意味する。
【００７７】
　三次元コンポーネントを製造するために、粉末ベースの積層造形方法を、使用する場合
、他の方法と比較して、特に複雑な幾何学的形状、または臨界鋳造厚さとしても知られる
達成可能な最大鋳造厚さを超える特に大きな厚さを有する三次元コンポーネントを、バル
ク金属ガラス複合材料から製造することができる。
【００７８】
　より複雑な形状は、本発明による複合材料の複数の材料層が接続されている点で、特に
、粉末ベースの添加物製造方法を用いて製造することができ、ここで、各材料層は、所定
の領域における粉末層の選択的な加熱によって生成される。複雑な輪郭を有する連続した
材料層の組成によって、複雑な三次元コンポーネントを生成することができる。典型的に
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は、複雑な輪郭を有する個々の材料層を、コンポーネントの仮想モデルが特定の数の断面
に分解され、その結果、コンポーネントを通る各個々の断面を材料層として生成すること
ができる。
【００７９】
　特に、アンダーカットを有するバルク金属ガラス複合材料からの三次元コンポーネント
は、本発明による方法で得ることができる。鋳造法では、鋳造金型から完成したコンポー
ネントを取り除くことができないため、アンダーカットは不可能または非常に困難である
。アンダーカットの単純な例は、単一部品の鋳造用金型から取り外すことができないフッ
クとすることができる。例えば、本発明による方法では、空洞を有する一体コンポーネン
トも可能である。特に、本発明によるコンポーネントは、高いアスペクト比を有する構造
物を含むこともできる。例えば、アスペクト比は、２０以上とすることができる。アスペ
クト比とは、構造物の最大膨張方向と構造物の最小膨張方向との比である。例えば、バル
ク金属ガラス複合材料のための他の処理方法ではアクセスできない格子構造またはネット
ワーク構造を、本発明による方法で製造することができる。例えば、粉末ベースの積層造
形方法によって、少なくとも１つの膨張方向、特に２つの膨張方向において１００～５０
０μｍの寸法を示し、その一方で、別の、特に第三の膨張方向が１ｃｍ以上の寸法を有す
る、バルク金属ガラス複合材料からコンポーネントを容易に製造することができる。
【００８０】
　粉末ベースの積層造形方法の特別な利点は、製造可能なコンポーネントが、その膨張に
おいて最大鋳造厚さに限定されないことである。特に、この方法は、バルク金属ガラス複
合体のための他の処理方法では不可能なコンポーネントを、フレキシブルに構築する可能
性を提供する。
【００８１】
　本発明は、さらに、バルク金属ガラスを含む第一の相と、少なくとも１つの追加の相と
を含むバルク金属ガラス複合材料からなる三次元コンポーネントに関し、バルク金属ガラ
ス複合材料は等方性の機械的特性を有し、第一の融点と少なくとも１つの追加の相の融点
は互いに２００℃以下離れていることを特徴とする。
【００８２】
　原則として、本発明による方法によって製造されたバルク金属ガラス複合材料の使用は
、それ以上限定されない。好ましい実施形態では、バルク金属ガラス複合材料は、バルク
金属ガラスにも適していると、当業者が考える用途に使用することができる。バルク金属
ガラス複合材料の好ましい用途は、摩耗のないコンポーネントおよび／または高強度コン
ポーネントを必要とするものである。バルク金属ガラス複合材料の特に好ましい用途は、
例えば、ギア、ばね、ハウジング、時計コンポーネント、および医療技術用途（例えば、
プロテーゼ）から選択される。
【実施例】
【００８３】
　例示的なバルク金属ガラス複合材料を製造するために、以下の粉末：１）ＡＭＺ４（Ｚ
ｒＣｕ－ＡｌＮｂ合金、Ｈｅｒａｅｕｓ　Ａｄｉｂｉｔｉｃ　Ｍａｎｕｃａｔｕｒｅ　Ｇ
ｍｂＨ、ドイツ）、２）銅粉末を調製した。ＡＭＺ４片の粒度はｄ５０＝２２μｍで、銅
粉末の粒度はｄ５０＝２５μｍであった。２つの粉末を処理して、均一な粉末混合物とし
た。この混合物は９０重量％のＡＭＺ４粉末および１０重量％の銅粉末を含有した。選択
的レーザ溶融（ＳＬＭ）を使用して、粉末を層状に処理して、バルク金属ガラス複合材料
にした。レーザ出力は、ＡＭＺ４合金の粉末粒子が溶融するのに対し、その一方で、銅の
粉末粒子が固体のままであるように選択した。この場合、レーザ出力はＰ＝５０Ｗ、走査
速度は３０００ｍｍ／ｓ、線幅は約４５μｍであった。
【００８４】
　特定のパラメータを用いて、１ｃｍのエッジ長を有する立方体を作製した。得られた試
料から、ダイヤモンド鋸で立方体を切断し、その切断面を研削し、研磨することによって
、すり合わせを作成した。すり合わせ面を、光学顕微鏡を用いて検討した。その結果を図
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２に示すが、暗い領域は第一の非晶質相に起因し、明るい領域は銅相に起因する。さらに
、得られたバルク金属ガラス複合材料の一部を、ＤＳＣを用いて測定した。この目的のた
めに、約５０ｍｇの薄い小板をダイヤモンド鋸で立方体から切り取った。ＤＳＣ測定は、
室温～６５０℃の温度範囲で２０Ｋ／分の加熱速度で行った。ＤＳＣ測定の結果を図１に
示す。図から分かるように、この測定は、温度の上昇に伴い、ガラス転移に典型的な吸熱
信号と、それに続いて、以前の非晶質相の結晶化過程に典型的な発熱信号とを示す。この
測定は、バルク金属ガラス複合材料中に非晶質相が存在することの証拠として役立つ。こ
れに対して、結晶性金属のＤＳＣ測定では、ガラス転移も結晶化も検出されなかった。

【図１】

【図２】
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